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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「伝統文化を活かしたまちづくり 

観光の推進について」 

佐原商工会議所 事務局長 椎名 喜予様 

 

前回例会報告（２月１５日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和  ビジターなし 

 

 

 

 

会長挨拶 
昨日はバレンタインデーということでした

が、皆さんチョコレートは頂きましたでしょう

か・・。このバレンタインデー、もともとは西

暦 264年、ローマ帝国の迫害によって殉教した

聖バレンティヌスに由来する記念日だそうで

す。日本では神戸の洋菓子店モロゾフが 1936

年に最初にバレンタインデーとしてチョコレ

ートを贈ることを始めました。関東では 1958

年、メリーチョコレートが新宿・伊勢丹でセー

ルを始めたのが最初だそうです。昨日は、ディ

ズニーランドでチョコレートをプレゼントさ

れた若者も多かったのではないかと思います。 

ということで、今日はディズニーランドの清掃

員をとり上げて話をしようと思います。まず、

ディズニーランドのリピーター率、一度行った

ら二度三度また行きたくなる・・、ということ

ですが、これがなんと 90％を超えるそうです。

また、パーク内で働

く人の 9 割がアルバ

イトで、これをディ

ズニーランドでは

「キャスト」と呼ん

でいます。私の娘も

学生時代に 2 年間キ

ャストとして働いて、

運よくそのまま就職

をしてしまいました。

今でもアンバサダーホテルで働いています。 

皆さんもディズニーランドへ一度は行かれ

たことが有ると思いますが、パーク内で清掃の

キャストがこぼれたジュースや水を足で拭い

ているのを見たことが有るかと思います。一見

すると見た目が悪いように思いますが、これも

きちんと決められた動作です。しゃがみこんで

拭くことで目線が下がり、お客様とぶつかる危

険、周囲に目を配ることを怠らないようにする

ために足で拭くということをしています。テー

ブルと床にこぼれていた場合も、先ず床を足で

拭いて、次にテーブルを手で拭きます。床にこ

ぼれた水でお客様が足を滑らさないことを第

一に考えているからです。 

 先週の挨拶でロータリーの「4 つのテスト」

についてお話をさせて頂きましたが、東京ディ

ズニーランドにも「４つの行動基準 ＝ S C S E」

というものがあります。 

第 1・「Safety＝安全」  

第 2・「Courtesy＝礼儀正しさ」  
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第 3・「Show＝ショー・エンターテイメント」 

第 4・「Efficiency＝効率化」 

社員、キャストひとり一人が具体的に行動でき

るために１～4 の行動基準として順番を付けて

います。足で床をふくという行動は、2 番目の

“礼儀正しさ”よりも、第 1番目の“安全”を

重視していることからの行為です。 

 また、キャストが自主的に始めたことで有名

なのが、清掃用の刷毛を使って床にミッキーや

ドナルド、プルートなどのキャラクターの絵を

描くというパフォーマンスがあります。第 1の

安全を確認し、第 2のお客様＝ゲストへの気配

りも怠らず、そして第 3のショーの実践、清掃

の中でのパフォーマンスとして日本のキャス

トが始めたことですが、今ではアメリカのパー

クでも行われています。清掃をしながらお客様

へのサービスとして行う、第 4の効率化の実践

ということにもなります。 

 この４の行動基準が自分で考え、評価するシ

ステムになっているからこそ、お客様・ゲスト

の方がキャストの行動を見て、気持良く、とて

も満足して帰る、その結果、またディズニーラ

ンドへ行きたいというリピーターにも繋がっ

ているということになります。 

 東日本大震災から間もなく 6年を迎えること

になりますが、震災当日、ディズニーランドの

施設や、舞浜の駅も被害が大きく、電車も動か

なくなったため、ディズニーの従業員やキャス

トが冷静に、そして率先して、お客様や取り残

された人たちをアンバサダーホテルや隣接す

るエクスピアリへ招き入れ、食事や飲み物など

を皆さんに配ったという話は有名ですが、私の

娘も当時現場にいて、翌日の朝まで大変な人だ

ったという話を聞きました。 

今や世界を代表するテーマパークとなった

東京ディズニーランド、この「４つの行動基準」

を含め、「ディズニー・フィロソフィー」とし

て多くの企業がこの人材育成プログラムを活

用しています。 

幹 事 報 告 
【週報拝受】 

佐原ＲＣ、舘山ＲＣ 

1.2016 手続要覧（日本語）無

料贈呈分一冊…RI日本事務局 

2.RLIパートⅢ開催のご案内 

3.日本ＲＹＬＡ地区委員募集

のお願い   …ガバナー事務所 

4.仮委嘱通知    …ガバナーエレクト事務所 

5.ハイライトよねやま２０３ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6.創立 60周年記念式典及び祝賀会のご案内 

…茂原 RC 

7.第 42回関東近県野球大会決算報告 

…銚子市体育協会 

8.第２回理事会報告 

…千葉科学大学おうえん協議会 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

木曽  功会員(2 月 11日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆結婚記念日   

堀米 秀和会員(2 月 13日） 

 

ニコニコＢＯＸ なし 

卓  話      

「銚子ロータリークラブの遍歴 part２」 

坂本 尚史会員 
 12 月の例会での

青野秀樹会員の銚

子ロータリークラ

ブの遍歴 part１に

続いて、その後の銚

子ロータリークラ

ブのこれまでの歩

みをお話しします。

Part１では 2001 年

までのお話しでし

たが、手元に資料のある 2003 年からについて

ご紹介したいと思います。なお、会員数は年度

当初の会員数です。 

2003-2004：伊東 功会長 桜井喜一郎幹事  

会員数 60名 

 それまでサイトの会員数は 1971年の 89名で

した。この時点で、銚子東クラブに 33 名移動

し、57名で再スタートしました。今年度の会員

数は 60名ですから、その後は会員数 60名前後

で推移してきたことになるようです。20016-17

年度の会員数が 39 名ですからほぼ 2/3 に減少

したことになります。これも時代の趨勢の反映

でしょうか。この年度の主な出来事としては、
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織田吉郎会員提案による「ロータリーを語る会」

の開催で、年６回例会前約１時間行われました。

その後印刷物にもなっていますので、ご興味の

おありの方はご一読をお進めします。また、私

事ですが、2004年 4月には千葉科学大学が開学

しました。 

2004-2005：青野秀樹会長、茂木洋佑幹事  

会員数 59名 

 この年には夫婦同伴合同例会が行われまし

た。最近家族同伴の会が少なくなり、やや寂し

い感じもします。 

2005-2006：宮崎裕光会長、大岩將道幹事  

会員数 52名 

 1973 年に創設され 33 年間活動を継続してき

た銚子ローターアクトクラブが残念ながら解

散しました。また、銚子東 RC と合同でロータ

リー出前教室が第八中学校で開催され、現在に

至っています。 

2006-2007：杉山俊明会長、信太秀紀幹事  

会員数 50名 

 猿田ガバナー補佐が就任しました。50周年記

念式典が挙行されました。記念事業として、佐

藤千壽先生講演会と白石貯水池市民公園化計

画・桜の植樹を行いましたが、後者は残念なが

ら中止に至っています。また、合唱同好会コー

ロ・ハモンティアーノが結成されました。 

2007-2008：桜井喜一郎会長、宮内 榮幹事  

会員数 48名 

 県内初の大学 RACである千葉科学大学ロータ

ーアクトクラブが 15 名の会員で創設されまし

た。現在は会員が 4名で寂しい限りです。また、

チャリティークラシックカーレースを支援し

ました。さらに久々の米山奨学生としてマユカ

君のお世話をしました。 

2008-2009：大岩將道会長、島田洋二郎幹事  

会員数 48名 

 織田ガバナー補佐が就任しました。この年か

ら会報のクラブ内印刷、千葉科学大学留学生交

流会（4 クラブ合同事業）が始まり、ハーバー

ド大学 DIN&TONICS 来訪例会、地区補助金とハ

ートフル基金から AEDを商工会議所に寄贈を行

いました。地区内では CLP の議論が活発化しま

した。 

2009-2010：坂本尚史会長、大里忠弘幹事  

会員 45名 

 織田吉郎会員ガバナーノミニーに就任しま

した。CLP の議論を受けて独自のクラブ委員会

組織の変更、ロータリーの友誌の市内 5箇所へ

の寄贈（金融機関、公共場所、大学）、例会時

のマイ箸持参奨励（これは盛り上がり無く断

念）、GSE（飯森美千代さん）派遣、職場訪問例

会（猿田神社）、AED 講習会、分区内社会奉仕懇

談会が行われました。また、米山奨学生のマユ

カ君をクラブ支援奨学生として継続しました。 

2010-2011：高橋宏資会長、宮内龍雄幹事  

会員数 44名 

 織田吉郎会員がガバナーに就任して、地区大

会が銚子で開催されました（大会は青少年文化

会館・懇親会は体育館）。この地区大会では、

地区内全員が地区分担金として費用を負担す

ることにより登録料が撤廃されました。また、

地区補助金により関東中学校野球大会優勝旗

を贈呈しました（翌年度かも？）。なお、この

年一番の出来事は、東日本大震災の発生でした。 

2011-2012：上総泰茂会長、松本恭一幹事  

会員数 43名 

 東日本大震災支援活動として石巻市を慰問

しました。また、米山奨学生金ユリさんを支援

しました。ロータリー希望の風奨学金が創設さ

れました。 

2012-2013：大里忠弘会長、金島 弘幹事  

会員数 39名 

 ロータリー財団未来の夢計画が開始されま

した。CLP、DLPの実施とともに、国際ロータリ

ーの方向性が大きく変化し始めたことが感じ

られました。この年も東日本大震災支援活動と

して石巻市を慰問しました。  

2013-2014：宮内 榮会長、宮内秀章幹事  

会員数 45名 

 これまでの四大奉仕委員会から青少年奉仕

委員会を加えて五大奉仕委員会に組織が変更

になりました。猿田会員のご協力により「ロー

タリー憩いの森」が設置され、ポールハリスの

月桂樹と会員有志による桜の植樹を行いまし

た。ミンダナオ盲学校支援プロジェクトとして、

地区補助金を活用した楽器の寄贈を行いまし

た。この支援はその後も 3年間継続されました。

サウスダバオ RC が来訪され例会に出席しまし

た。また、「佐藤直子と烏合の衆（オンチーズ）」

が発足しました。 

2014-2015：信太秀紀会長、田中英子幹事  

会員数 45名 

 杉山ガバナー補佐が誕生しました。また、久

しぶりの交換留学生として飯田佳奈さんを送

り出し、カナダからの交換留学生アンドリュ

ー・スコット・デイビー君を受入ました。 

2015-2016：宮内龍雄会長、佐藤直子幹事  

会員数 44名 

 サウスダバオ RC との友好クラブを締結しま

した。また、米山奨学生として金 秀斌を支援
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しました。ようやく元気づいてきたロータリー

憩いの森で初めてとなる「お花見例会」が行わ

れました。 

 以上、最近の活動をまとめてみましたが、国

際ロータリーの方向性がますます変わってき

ているように感じます。本クラブでも，時代の

流れを見ながら、少しずつ変化していくことが

望まれているのかも知れません。 

ご清聴有難うございました。 

◎本日のお弁当◎ 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３９名  

出席：３０名 欠席：９名 出席率 76.92% 

欠席：石毛(英)君・伊東君・越川君・永澤君 

大岩君・杉山君・櫻井(公)君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】2/19 第 7分区 I・M（参加 16名） 

青野君・石毛君・金島君・上総君・神津君 

小林君・松本君・丸山君・宮内(龍)君・永澤君

佐藤君・信太君・島田君・髙木君・高瀬君 

杉山君 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

【新入会員オリエンテーション】 

2月 15日 19時～入会 3年未満の会員 7名出席し、

今年度初めてとなる新入会員オリエンテーショ

ンが「あぐり」にて行われました。 

出席者：３年未満  

遠山会員・小林会員・高橋宏明会員・木曽会員 

副島会員・神津会員・石毛英俊会員 

島田会長・石毛幹事・松本副会長 

高橋宏資クラブ研修委員長 

宮内龍雄クラブ情報委員長 

 

 

国際ロータリー第 2790地区 第 7分区 

ＩＮＴＥＲ ＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 

 

日 時：2月 19日(日)点鐘 13時  

会 場：黄鶴 

ホストクラブ：八日市場ＲＣ 

 

 

 

 ニコニコ BOX ￥  3,000 計 ￥328,000 

スモールコイン ￥  2,610 計 ￥ 36,290 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 35,560  

希望の風 ￥  ― 計 ￥214,200 

次週のプログラム（３月１日） 

「男女の違いと女性の活躍推進」  

東京海上日動火災保険株式会社 

執行役員 千葉支店長 吉田 正子様 

          お弁当：黄鶴（中華） 

      

主催者：鈴木 G補佐挨拶 

基調講演：国際ロータリー第 2800地区 

1999-2000年度ガバナー藤川 享胤様（鶴岡 RC） 

 

 
次年度会長・幹事紹介 


